
☞
・生ビール ハイネケン ¥670 （世界170ヶ国以上で愛されるオランダビール）

・シャンディガフ 甘口 ¥670 （ビール＋ジンジャーエール）

・シャンディガフ 辛口 ¥750 （辛口ジンジャーエールの刺激）

・レッドアイ ¥750 （ビール＋トマトジュース）

・カシスビア ¥750 （カシスの甘味がおいしくビールと調和）

・ビアモーニ ¥750 （カンパリ＆グレープフルーツの苦味と酸味）

・コロナ ¥700 （メキシコの人気ビールはライムを入れて）

・ギネス ¥800 （アイルランドの伝統的な黒ビール）

・ノンアルコールビール ¥530 （ドイツ産ノンアルコール）

☜
人気のクラフトビール、そろってます

日本・NEW YORKで作られた個性豊かな味を生でお楽しみください！

本日のラインナップは別紙メニューにてご確認ください。 ¥790

☞
・レモンサワー ¥530 

・塩レモンサワー ¥540 （この組み合わせがクセになる辛口イチオシ）

・塩レモントニックサワー ¥540    （ちょい甘で爽やかなトニックウォーター）

・トマトサワー ¥530     （トマトジュースの塩気がそそります）

・グレープフルーツサワー ¥530      （柑橘の香りがうまい人気者）

・カルピスサワー ¥530      （甘くて優しい乳酸菌は体にピース）

・メロンソーダサワー ¥530 （邪道!?うまい!? Let’s Try!）

・ウーロンハイ ¥490 

・ジャスミンハイ ¥490

・緑茶ハイ ¥490

☞
＜麦＞二階堂 （大分） 飲み方ご指定下さい。

＜芋＞あずま小町 （千葉君津） ロック・水割り・炭酸・ウーロン・ジャスミン・緑茶

＜黒糖＞れんと （奄美大島＞ ALL  ¥530



☞
・ハイボール ¥590 （強炭酸の柑橘香るキレ味）

・塩レモンハイボール ¥610    (この組み合わせ最強）

・ジンジャーハイボール ¥590    （ジンジャーエールの甘味がうまい）

・コークハイボール ¥590    （甘く苦いウィスキーコーク by矢沢永吉）

・グレープモーニハイボール ¥590 （グレープフルーツ&トニックでさっぱり）

☞
¥750  

（アマレットの甘味がうまいロックスタイルカクテル）

USA  TENNESSEE    ・ジャックダニエル ¥720    

USA   BOURBON     ・ワイルドターキー ¥750    

・ヘンリーマッケンナー ¥750

SCOTCH                ・マッカラン12Ｙ ¥920      ・ラフロイグ10Y ¥920

・ザ グレンリベット12Y ¥820 ・シーバスリーガル 12Y ¥850 

・ジョニーウォーカー ブラック ¥850 ・ホワイトホース ¥620 

iRISH ・ジェムソン ¥700    

（ストレート/ロック/水/ソーダ/コーラ/ 飲み方ご指定下さい）

☞
¥650

（シンガポール発。チェリーとソーダの魅惑的な色と香り）

・ジントニック ¥590 （ジン&トニック） ・ジンリッキー ¥590     （ジン&ソーダ）

・ジンバック ¥590     （ジンジャーエール割り） ・ジンライム ¥590    （ロックスタイルカクテル）

・オレンジブロッサム ¥590      （ジン&オレンジ） ・ジンモーニ ¥590  （トニック&グレープ）

・ゴードン ¥590 （ロンドンドライジン） ・ボンベイサファイア ¥660 （香りを楽しむ）

☞
¥650

（塩気がうまいウォッカ&トマトジュース）

・ウォッカトニック ¥590 （ウォッカ&トニック） ・ウォッカリッキー ¥590 （ウォッカ&ソーダ）

・モスコミュール ¥590 （ジンジャーエール割り） ・スクリュードライバー ¥590 （ウォッカ&オレンジ）

・ブルドック ¥590 （ジン&グレープフルーツ） ・ソルティドック ¥610 （塩のアクセント）

・アブソリュート ¥590 （fromスウェーデン） ・ズブロッカ ¥660    （薬草の香りが爽やか）



☞
¥750

（オリジナルカクテル！ゴールドテキーラ＆トマト＆ソーダ） ¥700

・テキーラショット ¥500 （ショットであげてこう！） ・テキーラショットガン ¥500    （ジンジャーエール入）

・テキーラトニック ¥590 （テキーラ&トニック） ・テキーラリッキー ¥590 （テキーラ&ソーダ）

・テーキーラバック ¥590 （ジンジャーエール割り） ・テキーラコーク ¥590 （テキーラ&コーラ）

・テーキーラサンライズ ¥590 （オレンジ&ザクロ） ・テキーラモーニ ¥590 （トニック&グレープ）

☞
¥750  

（甘いバニラスパイスの香りとコーラのトロピカルカクテル）

USA               ・キャプテンモルガン ¥620    （アメリカ南部定番。バニラの香り） ロック/コーラ/ソーダ

JAMAICA         ・マイヤーズダーク ¥750    （濃厚なジャマイカダークラム） ロック/コーラ/オレンジ

CUBA ・ハバナクラブ ¥750 （すっきりホワイトラム） コーラ/ジンジャー/トニック

GUATEMALA     ・ロンサカパ ¥920    （23年熟成の高級ラムは別格） ストレート/ロック

VENEZUELA ・パンペロ ¥820 （深く濃厚な味わい） ストレート/ロック

・ラムコーク ¥590    （ラム&コーラ） ・ラムトニック ¥590 （ラム&トニック）

・ラムリッキー ¥590 （ラム&ソーダ） ・ラムバック ¥590 （ジンジャーエール割り）

☞

（ライチ＆赤ワイン＆オレンジのサングリア） ¥700

（ライチ＆白ワイン＆グレープフルーツ） ¥700

（イタリア名産レモンのお酒は爽やかに） ¥590

（グレープフルーツ＆トニックとほのかな苦み） ¥590

（ベイリーズ・ゴディバ・コアントローのロックスタイル） ¥650

（ピーチ＆ウーロンでさっぱりちょい甘） ¥590

（アマレットのあんずとオレンジとソーダ） ¥590

（ローズの香りとソーダで華やかに） ¥600

（紅茶とミントのお酒で色も鮮やかに） ¥600

（バナナ＆オレンジ＆トニックでトロピカル） ¥600

（カカオ＆ピーチ＆ミルクの優しい甘さ） ¥600



・カシス （ソーダ/オレンジ/グレープ/ウーロン） ・カンパリ （ソーダ/オレンジ/グレープ）

・アップル （ティー/ジンジャー/モーニ/オレンジ） ・ピーチ （オレンジ/ウーロン/ミルク/ジンジャー/ティー）

・マリブ ＜ココナッツ＞ （コーラ/ミルク/オレンジ） ・バナナ （ミルク/ジンジャー/ティー/グレープ）

・リモンチェロ ＜レモン＞ （ミルク/ロック/ストレート） ・ミント （グレープ/ティー/ミルク/ジンジャー）

・チェリー （ジンジャー/ソーダ/ミルク/ティー） ・ローズ （ティー/ミルク/グレープ）

・コアントロー ＜オレンジピール＞ （ロック/トニック） ・梅酒 （ロック/ソーダ/ジンジャー）

・アマレット ＜あんずの核＞ （ジンジャー/ミルク/ソーダ/ティー）

・ディタ ＜ライチ＞ （モーニ/トニック/オレンジ/ソーダ/グレープ） チャイナブルー ☜

・パッソア ＜パッションフルーツ＞ （ジンジャー/ミルク/オレンジ/モーニ）

・ゴディバ ＜チョコレート＞ （ミルク/ロック） ・ベイリーズ ＜バニラクリーム＞ （ミルク/ロック/ウーロン）

・ティフィン ＜紅茶ダージリン＞ （ジンジャー/ミルク/ジャスミン/ソーダ） ・カルーア ＜コーヒー＞ （ミルク）

・ペルノ ＜アニスハーブ＞ （水/ソーダ/トニック/グレープ/オレンジ） ペルノモーニ☜

・スーズ ＜リンドウハーブ＞ （グレープ/トニック/） スーズモーニ☜

・チンザノ ＜ワインベースベルモット＞ （ロック/ジンジャー/ソーダ） ロッソ ・ ドライ ・ オランチョ

ALL ¥590

☞
千葉県いすみ市 木戸泉酒造

・木戸泉 白玉香 特別純米無濾過生原酒 ¥830

☞
・コーラ ・メロンソーダ ・ジンジャーエール（甘口） ・オレンジジュース

・グレープフルーツ ・カルピス ・ウーロン茶 ・ジャスミン茶

・緑茶 ・コーヒー （ice/hot） ・アールグレイティー （ice/hot)                   ……¥400

・トマトジュース ・ジンジャーエール（辛口） ……¥430

・コーラフロート ・クリームソーダ ・カフェラテ （ice/hot）

・カフェモカ （ice/hot） ・キャラメルラテ （ice/hot） ……¥490

☞
・ノンアルコール カシス （ソーダ/ジンジャー/オレンジ/グレープ/ティー/ミルク/ジャスミン/ウーロン）

・ノンアルコール ピーチ （ソーダ/ジンジャー/オレンジ/グレープ/ティー/ミルク/ジャスミン/ウーロン）

・ノンアルコール アマレット ＜あんず＞ （ソーダ/ジンジャー/オレンジ/グレープ/ティー/ミルク）

・ノンアルコール グレナデン ＜ざくろ＞ （ソーダ/ジンジャー/オレンジ/グレープ/ティー/ミルク）

・ノンアルコール ローズ （ソーダ/ジンジャー/オレンジ/グレープ/ティー/ミルク/ジャスミン） ……¥430

＊記載価格は全て税込み価格です

＊23時以降ご飲食のお客様はお一人様¥300の深夜チャージを頂戴いたします


